JGlrC会長 2年 間の新たな取 り組み

(抜 粋列記)

●組織運 営
平成 29年 4月 開催
J/駅L事 務局職員向けに初開イ
亀 基本的 ビジネスマナーのほか に,顧 客 に提供す るサー ビスの質や接遇能力を向上 させ
ワンクラス上の 「お もてな しの心Jと いわれてい る 「ホスピタ リーマイ ン ド」についても受乱
■ビジネスマナー講座

■組織諸規則や諸手続きの整備
就業規則や就労にかかわる諸規定類 の見直 しを行 い、今 の時代にあった内容に整備 しま した。
■事務局職員の働き方改革
目標達成型 の人事評価制度 をあ らたに導入 し働 き方改革、職員 の意識改革を行 つた。会員皆様へ の接遇向上に努 めた。
●財政改善
■経費削減
将来 に存続 できる組織づ くり、組織運営、将来を見据えた職員 の採用等に努め、少数精鋭、財政改善に努めま した。
諸経費 の更なる見直 しを行 い、よリー層 の歳費削減に努めま した。
■賛助会員募集

JARL運 営にご理解 をいただきご支援 いただく賛助会員 の募集、昨年 より 100名 を超える会員の方にご支援をいただい
てお ります。
●会員サー ビス向上
■OSLカ ー ド短期間安定転送、発送完了日を Webサ ィ トにて告知開始 平成 28年 12月 開始
QSLビ ュー ローか ら会員皆様宛 に QSLカ ー ドの発送が完了 した 日を Webサ イ トにて周知開始。転送期間が最短 3か
月に短縮、転送月内到着が定 着 (ビ ュー ローに QSLカ ー ドが到 着 し 3■ ヶ月以内にすべての転送完了)
■アンテナ第二者賠償責任保険の補償拡大
会員 の皆様 の大切なア ンテナが他人 の生命や身体 を害すことや他人 の具夕物を滅失、破損または汚損 した場合 の損害賠償
責任対応。掛金 は年間 1,600円 据 え置 きで、限度額 の大幅 UP(2億 →5旬 、 新特約 (使用不能損害拡張補償特約)
を追加 。加入者数が激増 し約 3,000名 の増力助日
入 となった。
■一般財団法人情報通信振興会の書籍が JARL会 員の方は 10%害 1引 にて購入可能 に。
■会 員証 のデザインを一新 ! 平成 29年 4月 〜
コールサイ ンを大きく表示 し、支部大ま )ヽ ムの集 いな どのイベ ン ト時、ネームカー ドとして着用可能に。
■資格別門標板の頒布を開始 平成 29年 4月 〜
かつ ては無線従事者資格に応 じて 4色 の色別 になっていた門標板を復活 させ、会員皆様向けに頒布サー ビスを開始 しま
した。
■IDカ ー ドス トラッププレゼン トキヤンペー ン 平成 29年 4月 〜
■会員期間延長サー ビス開始 平成 29年 4月 より
■ハム フェア 2017 サー ビス提供拡大
ハ ムフェア 2017で は、 2日 間で延べ 39,000人 の多 くの方にご来場 いただきま した。
会員 の入場整理費を 1,200門 か ら 1,000円 に割引拡大、22歳未満入場料無料 に、学生クラブの出展料 の半額を J皿
が負担な ど、サー ビスを拡大 しま した。

■ライフメンバーの皆様へ新たなサービスのご提供
々の感謝の気持ちを込めて 3年 ごとに特典 のプ レゼ ン トを開始
■ハムフェア 2017 サー ビス提供拡大
ハ ムフェア 2017で は、 2日 間で延べ 39,000人 の多 くの方に ご来場 いただきま した。
会員 の入場整理費を 1,200円 か ら 1,000円 に割 引拡大、22歳未満入場料無料に、学生 クラブの出展料 を半額 JARLが
負担など、サー ビス を拡大 しま した。
■」
想Lニ ュースにキャンペー ンのパ ンフを同封開始 平成 29年 7月 号〜
●アマチュア無線の活性4L
■JAlRL JttL中 央局の運用サー ビス開始 平成 29年 6月 〜
しば らく運用を体上 してお りま した JAlRL J皿 中央局の運用 を再開 しま した。現在まで、 4回 の運用 を行 ってお
り、延べ交信局数は約 3,500局 となっています。今後 も定期的に運用サー ビスを行 つてまい ります。
法 の育成
●次世
〜
■青少年お試 し入会キャンペー ン開催 平成 29年 4月 〜
平成 28年 9月 より、 1年 間会費 0円 にて会員サー ビスをご提供す る 「青少年お試 し入会制度」の新設運用開女
乱 同 12
月か らは、年齢を 22歳 未満まで拡大 し現在 も実施中。
■青少年育成 鵬鳳mmィ ベ ン ト初開催
22歳 未満を対象 とした 「W岨 鉛 MONO(若 者)ア マチ ュア無線イベ ン ト」を東京・秋葉原 で初開イ
亀 2週 続 けての台
「
「
風が接近する悪天候 の中、保護者を含め約 250名 が来場 し 無線体験 コーナー」や 電子 工作教室Jな どさまざまな企
画が行われ、会場は子供たちの歓声に包まれた。今後 も継続開催、将来は各地域にて開催 できるように検討Э
■YOTA201 7に 視察団を派遣
イギ リス・ ロン ドン郊外 にて合宿形式 で開催 された 「若者 に よる子 供 たちへ のアマ チ ュア無線育成 プ ロジェ ク ト

YO型 2017Jに 、20代 の 2名 の視察団を派遣 し、 日本版 の若者育成 プ ログラムの構築を検討Э
●積極的な情報発信
■動画配信開始 平成 29年 3月 〜
いiTtteに 」ARL公 式チャンネルを開設 し動画配信 アマチ ュア無線、試験編 運用編 無線局訪
動画配信サイ トヽ
ハ
ムフェ
ア、W鱚 ●山Ю NOイ ベ ン トを公開中。
問編、
■Facebook(フ ェイスブック)に て情報発信 平成 29年 5月 〜
JARL公 式アカ ウン トの 「Facebook(フ ェイスブ ック)ペ ージ」を開設 し情報発信
●諸官庁、関係団体、企業、皆様 との連携強化
■アイボール ミーティング (忘 年会)復活
L/ル ポール麹町 (東 京都千代 田区)
関係省庁、関係団体、企業 との連携 を密に業務推進並びに親睦を深めるため、ホテノ
にて,ア イボール ミーテ ィング (忘年会)を 6年 ぶ りに開イ
亀 諸官庁、一昨年は国会議員 1名 、昨年は国会議員 3名 が

出席の
■ハム フェアアイボールパー ティ復活開催
ハムフェア 2017で 、過去に例年開催 されていたアイボールパーテ ィを 7年 ぶ りに復活開催 しま した。当日は、国内外
か ら 250名 の多 くの方に参加 いただきま した。諸官庁、国会議員 も出席。
■ハムフェア視察
ハム フェア 2017で は、yttL会 員 の小渕優子衆議院議員 CJAlLXO、 総務省本省並びに地方局の幹部の方々によるハ
ムフェア来訪 (視察)を いただきま した。 フェステ ィバル 開催 についてご理解 をいただ くと共に、その必要性や さらに
はご支援についてご理解 を賜 りま した。

